
主要事業主要事業主要事業主要事業のののの概要概要概要概要

 一 一 一 一　　　　般般般般　　　　会会会会　　　　計計計計

担当課担当課担当課担当課
予算額予算額予算額予算額

（（（（千円千円千円千円））））
説説説説　　　　　　　　明明明明

情報政策課 2,3382,3382,3382,338

１　ホームページシステム再構築
　　【関連事項：情報システム使用料に係る債
　    務負担行為設定】
２　地域情報化推進会議設置

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興

新庁舎
建設課

486,529486,529486,529486,529

１　新庁舎建設基本・実施設計の実施
２　数沢川改修工事の実施
　　＜平25～26年度継続＞
　　　継続費総額　285,000千円
　　　　25年度：　213,750千円
　　　　26年度：　 71,250千円
３　車両棟移設工事等の実施
　　【関連事項：仮設車両棟・仮設倉庫棟賃借
　　　料に係る債務負担行為設定】
４　新庁舎建設用地の取得
５　新庁舎建設予定地における支障物件の移設
　補償

政策調査課 721721721721
日立市・茨城キリスト教大学連携協定締結10周
年記念フォーラムの開催等

245245245245
多数の公共施設が集中する末広町1丁目地区の
再整備について検討する。

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 60,43560,43560,43560,435

(株)日立製作所と共同して実施する未来都市モ
デルプロジェクトを推進するため、交流セン
ターへの太陽光発電設備等の設置等を行う。

【関連歳入】 県支出金（10/10） 40,80040,80040,80040,800 市町村再生可能エネルギー導入促進事業費補助

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 市民活動課 102,441102,441102,441102,441

１　1階会議室及び楽屋等空調設備改修工事
２　会議室等及び外部附帯設備耐震補強工事

企画調整課 【関連歳入】 繰入金 102,346102,346102,346102,346 震災復興基金繰入金

市民活動課 111,730111,730111,730111,730
１　外壁改修工事
２　放送設備改修工事など

都市政策課 【関連歳入】 繰入金 70,00070,00070,00070,000 日立駅前開発整備基金繰入金

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 65,00065,00065,00065,000

１　滑川体育館耐震診断及び耐震補強設計業務
　委託
２　助川交流センター外壁改修工事

【関連歳入】 繰入金 55,00055,00055,00055,000 震災復興基金繰入金

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 51,51751,51751,51751,517

１　防災資機材等の整備
２　災害時協力井戸の水質検査
３　地域防災計画の改訂
４　緊急情報伝達体制の整備

【関連歳入】 繰入金 45,24645,24645,24645,246 震災復興基金繰入金

14,42714,42714,42714,427
１　食品等放射能濃度の測定業務
２　放射線測定器及び放射能測定器の点検調整
　手数料など

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 52,38152,38152,38152,381

防災情報伝達の充実を図るため、戸別受信機を
市内全域に整備する。

21,66021,66021,66021,660

１　防犯サポーターによるパトロール活動の実
　施
２　防犯リーダー講習会、防犯講演会の実施
３　防犯啓発用品の配布
４　防犯用品購入経費補助、青色防犯回転灯設
　置費補助
５〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕駅前周辺防犯カメラ設置工事

2,5022,5022,5022,502
平成26年度から平成30年度までを計画期間とす
る第3期計画を策定する。

1,3391,3391,3391,339
民生委員児童委員（定数356人、任期3年）の一
斉改選を実施する。

予算科目予算科目予算科目予算科目 事事事事　　　　業業業業　　　　項項項項　　　　目目目目

シビックセンター計画修繕経費

新庁舎建設事業費

特定地区再整備検討事業費

日立市民会館維持補修事業
（日立市民会館運営経費）

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕ＩＣＴ活用事業
（情報化推進事業費）

大学連携推進事業費

社会福祉課

防災体制整備事業費

放射線等対策事業
（原子力安全対策事業費）

簡易型戸別受信機整備事業費

地域福祉計画改定事業
（社会福祉総務事務経費）

民生委員児童委員改選事業
（民生委員児童委員経費）

未来都市モデルプロジェクト推進事
業費

生活安全対策事業費

交流センター改修事業
（交流センター運営経費）

生活安全課

総総総総
　　　　
務務務務
　　　　
費費費費

市民活動課

企画調整課

民民民民
生生生生
費費費費



担当課担当課担当課担当課
予算額予算額予算額予算額

（（（（千円千円千円千円））））
説説説説　　　　　　　　明明明明予算科目予算科目予算科目予算科目 事事事事　　　　業業業業　　　　項項項項　　　　目目目目

2,2582,2582,2582,258
県からの事務移譲に伴い、育成医療（18歳未満
の児童）に係る自立支援医療費を支給する。

国庫支出金（2/4） 1,1281,1281,1281,128 自立支援医療費負担金

県支出金（1/4） 564564564564 自立支援医療費負担金

1,7181,7181,7181,718
平成26年度から平成32年度までを計画期間とす
る第4次計画を策定する。

43,74243,74243,74243,742
消防法に基づき、スプリンクラー設備を設置す
る。

県支出金 15,00015,00015,00015,000 原子力地域振興事業費補助

市債 22,90022,90022,90022,900 大みかけやき荘スプリンクラー設備設置事業債

高齢福祉課 3,8103,8103,8103,810
次期計画（平成27～29年度）の策定に向けての
実態調査等を行う。

4,0004,0004,0004,000

平成25年4月に開設予定の南部図書館おはなし
の部屋において、新たに、地域子育て支援拠点
事業を実施する。
新たな試みとして、土曜日の開設のほか、地域
の子育て力を高める各種事業を実施する。

【関連歳入】 県支出金（1/2） 2,0002,0002,0002,000 安心こども支援事業補助

4,3964,3964,3964,396

日立市少子化対策計画「新ひたち子どもプラン
２１（平成22～26年度）」の事業進捗状況等の
評価と併せて、子ども・子育て新システムに伴
う「子ども・子育て支援事業計画（平成27年度
～）」策定に向けての基礎調査を実施する。

7,7637,7637,7637,763
従来の家庭相談員と母子自立支援員の身分を併
せ持つ職として、新たに、こども家庭相談員を
3人配置し、相談、支援体制を強化する。

6,1586,1586,1586,158
児童クラブの今後のサービス拡充と運営体制の
見直しを図るため、公設民営化（運営協議会へ
の運営委託）を推進する。

【関連歳入】 県支出金（2/3） 1,4841,4841,4841,484 放課後児童健全育成事業補助

女性
青少年課

180180180180
若い世代を対象に、市の政策決定過程等に参画
できる人材を育成するための研修や情報提供等
を行う。

368,658368,658368,658368,658

救急医療及び小児・母子医療体制を確保するた
め、県、近隣市との連携により各種の財政支援
を行う。
１　病院群輪番制病院運営費補助
２　小児救急医療拠点病院運営費補助
３　地域母子医療体制確保対策事業費補助
４　救急告示医療機関運営安定化事業費補助
５　二次救急医療体制整備事業費補助
６〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕二次救急医療施設緊急耐震化助成事業
　補助
７　地域産婦人科医療学講座事業寄附金

分担金及び負担金 14,12014,12014,12014,120
病院群輪番制病院運営費負担金
小児救急医療拠点病院運営費負担金

県支出金 13,67913,67913,67913,679
小児救急医療拠点病院運営費補助（1/2）
地域母子医療体制確保対策事業費補助

16,52316,52316,52316,523
県からの事務移譲に伴い、低体重・発育未熟の
乳児に対し、養育医療費を給付する。

分担金及び負担金 270270270270 養育医療費自己負担金

国庫支出金（2/4） 7,1147,1147,1147,114 養育医療費負担金

県支出金（1/4） 3,5573,5573,5573,557 養育医療費負担金

諸収入 1,9851,9851,9851,985 養育医療費医療福祉費返納金

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕自立支援医療費（育成医療）
給付事業
（自立支援等給付事業費）

【関連歳入】

公設児童クラブ運営委託
（児童クラブ運営経費）

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕大みかけやき荘スプリンク
ラー設備設置事業
（運営経費）

女性の人材育成事業
（女性リーダー育成事業費）

地域医療体制確保事業費

【関連歳入】

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕養育医療給付事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕こども家庭相談員設置事業
（こども家庭支援事業費）

次世代育成推進事業
（少子化対策事業費）こども

福祉課

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕南部図書館地域子育て支援拠
点事業
（地域子育て支援拠点事業費）

高齢者保健福祉計画・介護保険事業
計画改定事業
（高齢者サービス推進事業費）

障害者施策長期行動計画策定事業
（障害者福祉事業費）

【関連歳入】

【関連歳入】

健康づくり
推進課

衛衛衛衛
　　　　
生生生生
　　　　
費費費費

民民民民
　　　　
生生生生
　　　　
費費費費

障害福祉課



担当課担当課担当課担当課
予算額予算額予算額予算額

（（（（千円千円千円千円））））
説説説説　　　　　　　　明明明明予算科目予算科目予算科目予算科目 事事事事　　　　業業業業　　　　項項項項　　　　目目目目

545,069545,069545,069545,069
不活化ポリオワクチン、4種混合ワクチン、ヒ
ブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防ワクチン
などの各種予防接種を実施する。

1,8251,8251,8251,825
集団健診会場において、全額自己負担で実施し
ていた前立腺がん検診に係る費用の一部を助成
する。

7,5007,5007,5007,500
施設の老朽化に伴い、使用者の利便性向上のた
め、床等の改修を行う。

1,7461,7461,7461,746

新たに施行される法律に対応するため、家庭か
ら排出される廃小型家電品等を法律の対象とす
るか判断する必要があることから、リサイクル
福祉工場において、解体・選別・処分の実験を
行う。

16,48316,48316,48316,483
消化槽2基に残留している汚水を井戸水で希釈
し、下水道マンホールへ放流する。

5,1285,1285,1285,128
環境教育基金を活用し、子どもたちの環境教育
活動を支援する。

【関連歳入】 繰入金 5,0005,0005,0005,000 環境教育基金繰入金

20,21820,21820,21820,218
地球温暖化防止の観点から、新エネルギーの導
入促進のため、太陽光発電システムを設置する
者に対し、設置経費の一部を補助する。

【関連歳入】 国庫支出金 10,00010,00010,00010,000
社会資本整備総合交付金
（新エネルギー普及促進事業）

2,9992,9992,9992,999

鞍掛山を、市民が憩える桜の山及び子どもたち
の環境教育の場として整備する。
１〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕鞍掛山山頂周辺整備工事
２　鞍掛山さくら１００年委員会補助

800800800800

中里レジャー農園の集客力向上策及び農薬に頼
らない害虫防除策に係る経費の一部を補助す
る。
１　案内看板・ノボリ旗の設置
２　黄色灯の設置

【関連歳入】 県支出金（10/10） 800800800800 食と農のチャレンジ事業費補助

366366366366
品質の良い果物づくりの推進と、次代へつなぐ
競争力の高い果樹産地を育成するため、雨よけ
ハウス整備費用の一部を補助する。

【関連歳入】 県支出金（10/10） 366366366366 茨城農業改革推進総合対策事業費補助

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 2,0002,0002,0002,000

水産業の復興及び水産加工品のＰＲと販売促進
を目的としたイベント（日立港味覚まつり）を
開催する団体に対し、事業費の一部を補助す
る。

【関連歳入】 繰入金 1,6001,6001,6001,600 東日本大震災復興交付金基金繰入金

1,0991,0991,0991,099
漁業経営の安定を図るため、中小漁業者が加入
する漁業災害補償法に基づく漁獲共済の掛金の
一部を補助する。

4,5004,5004,5004,500

意欲ある漁業の担い手の確保を図るため、漁協
が新規就業者を雇用し、漁業に必要な知識や技
術等を習得させるための研修を行う事業に対
し、経費の一部を補助する。

2,8202,8202,8202,820

１　あわび種苗放流事業補助
２〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕あわび漁業再生支援事業補助（共同
　利用施設及び漁具等の修繕・購入経費の一
　部補助）

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 113,211113,211113,211113,211

経年劣化と震災により沈降した日高漁港につい
て、護岸の嵩上や補修、補強等の改修を行う。
１　護岸改修実施設計委託
２　護岸改修工事
　　＜平25～27年度継続＞
　　　継続費総額  350,800千円
　　　　25年度：　112,900千円
　　　　26年度：　159,410千円
　　　　27年度：　 78,490千円

国庫支出金 56,45056,45056,45056,450 農山漁村地域整備交付金

市債 50,80050,80050,80050,800 日高漁港護岸整備事業債

新エネルギー普及促進事業費

鞍掛山のさくらの山づくり事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕金沢葬祭場内部改修事業
（葬祭場運営経費）

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕水産業復興支援事業
（水産振興対策事業費）

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕日高漁港護岸整備事業費

廃小型家電等資源化実証実験事業費

予防接種事業費

環境教育活動支援事業費

旧滑川処理場消化槽汚水処理事業
（し尿処理施設運営経費）

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕前立腺がん検診助成事業
（健康増進事業費）

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕果樹産地育成・活性化事業
（農業振興事業費）

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕果樹生産振興事業
（農業振興事業費）

【関連歳入】

あわび栽培漁業推進事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕漁獲共済補助事業
（水産振興対策事業費）

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕新規漁業就業者支援事業
（水産振興対策事業費）

環境衛生課

環境政策課

衛衛衛衛
　　　　
生生生生
　　　　
費費費費

農農農農
林林林林
水水水水
産産産産
業業業業
費費費費

農林水産課

健康づくり
推進課



担当課担当課担当課担当課
予算額予算額予算額予算額

（（（（千円千円千円千円））））
説説説説　　　　　　　　明明明明予算科目予算科目予算科目予算科目 事事事事　　　　業業業業　　　　項項項項　　　　目目目目

4,5004,5004,5004,500
１　さくらまつり花見茶屋エリア運営事業
２　おいしい元気村出展事業
３　ひたち国際大道芸共催事業

750750750750
コミュニティビジネス起業プランコンペ採択事
業に対し、創業する際に必要な設備導入費等の
一部を補助する。

産業立地
推進課

218,196218,196218,196218,196
日立港区臨海部整備事業（モータープール整備
事業）用地購入費（留町）
（平成22～26年度の5年間割賦払い）

2,5742,5742,5742,574

１　日立ものづくり学校運営協議会補助
２　技能五輪メダリスト等活用人材育成事業
　補助
３　中小企業等職業訓練事業補助
４　中小企業人づくり推進事業補助
５　ものづくり産業支援事業補助

300300300300
日立地区産業活性化のため、製造中小企業によ
る大手企業への発注等の要望を行う団体に対
し、活動経費を補助する。

316,030316,030316,030316,030

事業活動の活性化及びまちのにぎわいの創出に
寄与する事業者の集積を促進するため、金融支
援（融資保証料補給、利子補給等）を行う。
【関連事項：茨城県信用保証協会の保証債務に
  係る債務負担行為設定（損失補償）】

【関連歳入】 諸収入 300,000300,000300,000300,000 産業集積促進融資制度預託金元利収入

6,0006,0006,0006,000

砂浜消失により、河原子北浜海岸における海水
浴場開設が難しい状況にあるため、南浜海岸に
おける海水浴場開設の可否を判断するための調
査を行う。

3,4573,4573,4573,457

市の地域性を活かした商品等の魅力を掘り起こ
し、観光と関連付けて情報を発信することによ
り、地域のイメージアップと地域産業の活性化
を図る。
（情報発信、販路開拓・拡大、土産品等開発促
進、ブランド認定・管理）

5,0895,0895,0895,089
消費者被害の防止及び消費生活の安全確保を推
進するため、消費生活相談窓口の強化や消費者
啓発事業等に取り組む。

【関連歳入】 県支出金 2,5432,5432,5432,543 消費者行政活性化基金事業費補助

道路管理課 146,368146,368146,368146,368
建設工事（滑川本町）等
　事務所棟、倉庫棟、工作室棟

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興

482,803482,803482,803482,803

１　道路新設改良事業（幅員8ｍ以上）
 (1)(仮称)中丸アクセス（大久保町・中丸町）
 (2)久慈茂宮線（久慈町）
 (3)〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕市道4965号線（鮎川町）
２　道路新設改良事業（幅員8ｍ未満）
 (1)〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕市道3225号線（旭町）
 (2)〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕旭町地内避難路
３　道路舗装整備事業
 　 市道22号線（十王町高原）
４　市内各所道路改良事業
    市内各所道路改良・舗装整備

国庫支出金 107,650107,650107,650107,650

社会資本整備総合交付金
（（仮称）中丸アクセス道路新設事業）
（市道4965号線改良事業）
道整備交付金
（市道22号線改良事業）

繰入金 117,369117,369117,369117,369 東日本大震災復興交付金基金繰入金

市債 90,80090,80090,80090,800
道路新設改良事業債
道路新設改良事業債（合併特例事業債）

125,946125,946125,946125,946 用地取得、物件移転補償等（森山町）

国庫支出金 63,93063,93063,93063,930
社会資本整備総合交付金
（大甕水木連絡道路整備事業）

市債 47,70047,70047,70047,700 大甕水木連絡道路整備事業債

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕日立地区産業活性化事業
（中小企業支援対策事業費）

日立港区臨海部整備事業
（産業団地整備事業費）

商店街にぎわい創出事業
（商店街活性化事業費）

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕商店街まちの起業家支援事業
（商店街活性化事業費）

消費者行政活性化事業費

道路センター建設事業費

産業集積促進事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕大甕水木連絡道路整備事業費

人材育成強化等支援事業
（中小企業支援対策事業費）

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕河原子南浜海岸海況調査事業
（観光資源活用事業費）

地域ブランド創出事業費

道路新設改良事業費
道路舗装整備事業費
市内各所道路改良事業費

【関連歳入】

女性
青少年課

商工振興課

産業立地
推進課

観光物産課

商商商商
　　　　
工工工工
　　　　
費費費費

公共交通
政策課

商工振興課

【関連歳入】

土土土土
　　　　
木木木木
　　　　
費費費費

道路建設課
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164,198164,198164,198164,198

改築工事（小木津町）
　Ｌ＝360ｍ
埋蔵文化財調査委託（小木津町・折笠町）
用地取得、物件移転補償等（小木津町）

国庫支出金 81,40081,40081,40081,400
社会資本整備総合交付金
（中所沢川尻線改築事業）

市債 68,60068,60068,60068,600 中所沢川尻線改築事業債

64,03364,03364,03364,033 用地取得、物件移転補償等（末広町）

国庫支出金 31,10031,10031,10031,100 道整備交付金（金沢諏訪線改築事業）

市債 29,90029,90029,90029,900 金沢諏訪線改築事業債（合併特例事業債）

76,54876,54876,54876,548

改築工事（留町・茂宮町）
　Ｌ＝270ｍ
用地取得（下土木内町・留町）
物件移転補償等（留町）

国庫支出金 19,00419,00419,00419,004 道整備交付金（市道19号線改築事業）

市債 37,70037,70037,70037,700 市道19号線改築事業債

25,79125,79125,79125,791
改築工事（十王町伊師本郷）
　Ｌ＝80ｍ
電柱等移設補償（十王町伊師本郷）

国庫支出金 9,0009,0009,0009,000 道整備交付金（友部・伊師浜線改築事業）

市債 8,8008,8008,8008,800 友部・伊師浜線改築事業債（合併特例事業債）

30,72030,72030,72030,720
改築工事（東大沼町）
　Ｌ＝110ｍ
物件移転補償（東大沼町）

国庫支出金 11,71511,71511,71511,715
社会資本整備総合交付金
（市道9号線改築事業）

市債 10,00010,00010,00010,000 市道9号線改築事業債

167,578167,578167,578167,578

改築工事（南高野町）
　Ｌ＝320ｍ
用地取得、物件移転補償等
　（石名坂町・南高野町）
測量調査委託（大和田町・石名坂町）等

国庫支出金 86,68086,68086,68086,680
社会資本整備総合交付金
（市道7175号線改築事業）

市債 78,20078,20078,20078,200 市道7175号線改築事業債

54,62554,62554,62554,625 橋梁長寿命化設計委託

国庫支出金 29,92029,92029,92029,920
社会資本整備総合交付金
（橋梁長寿命化事業）

市債 22,20022,20022,20022,200 橋梁長寿命化事業債

125,585125,585125,585125,585

１　雨水貯留槽設置補助
　　治水効果の向上と雨水の有効利用を促進さ
　せるため、雨水貯留槽購入費の一部を補助す
　る。
２　田尻町地内調整池
　  調整池・管理道路の物件補償算定委託、用
  地取得、物件補償等

国庫支出金 67,07067,07067,07067,070
社会資本整備総合交付金
（雨水貯留施設助成事業）
（雨水貯留浸透事業）

市債 48,90048,90048,90048,900 雨水貯留浸透事業債

土土土土
　　　　
木木木木
　　　　
費費費費

道路建設課

【関連歳入】

雨水貯留浸透事業費

【関連歳入】

【関連歳入】

市道9号線改築事業費

中所沢川尻線（市道640号線）改築事
業費

都市整備課

【関連歳入】

市道7175号線改築事業費

【関連歳入】

友部・伊師浜線（市道10096号線）改
築事業費

【関連歳入】

【関連歳入】

橋梁長寿命化事業費

金沢諏訪線（市道4820号線）改築事
業費

市道19号線改築事業費

【関連歳入】
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産業立地
推進課

380,421380,421380,421380,421

日立港区第3ふ頭地区整備工事委託
（久慈町・みなと町）
　＜平24～27年度継続＞
　　継続費総額　959,000千円
　　　24年度：  250,000千円
　　　25年度：  380,000千円
　　　26年度：  200,000千円
　　　27年度：  129,000千円

幹線道路
整備課

12,51712,51712,51712,517
都市計画道路の見直しを行うため、変更手続き
を行う。

10,64810,64810,64810,648
１　日立市公共交通会議事業費補助
　　パートナーシップ協定方式実証運行等
２　地域公共交通確保維持改善事業補助

9,3629,3629,3629,362

地域公共交通（乗合タクシー）を運行する団体
に対し、運行経費の一部を補助する。
１　坂下地区みなみ号運営委員会
２　特定非営利活動法人　助け合いなかさと
　　（デマンド方式）

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 232,132232,132232,132232,132

バス専用道路整備工事
（東大沼町・森山町・水木町）
　Ｌ＝1,280ｍ
用地取得等（東大沼町）

国庫支出金 71,00171,00171,00171,001 社会資本整備総合交付金（新交通導入事業）

市債 132,600132,600132,600132,600 新交通導入事業債

146,509146,509146,509146,509

１　大甕駅自由通路詳細設計委託料
　　（大みか町）
　　【関連事項：債務負担行為設定】
２　南北アクセス道路整備用地取得
　　（大みか町）
３　大甕駅駅舎改築詳細設計負担金
    （大みか町）
　　【関連事項：債務負担行為設定】
４　物件等補償（大みか町）

国庫支出金 49,92049,92049,92049,920
社会資本整備総合交付金
（大甕駅周辺地区整備事業）

市債 67,80067,80067,80067,800 大甕駅周辺地区整備事業債

33,33533,33533,33533,335
地域住民の生活交通手段を確保するため、不採
算バス路線に対する補助を行う。

65,77865,77865,77865,778

１　市道10005号線（十王町伊師本郷）
　　　Ｌ＝130ｍ
２　市道3518号線（鮎川町）
　　　Ｌ＝74ｍ
３　市道3号線外1線（日高町）
　　　Ｌ＝120ｍ

国庫支出金 35,25535,25535,25535,255

社会資本整備総合交付金
（市道10005号線歩道整備事業）
（市道3518号線歩道整備事業）
（市道3号線外1線歩道整備事業)

市債 27,40027,40027,40027,400 歩道整備事業債

道路管理課
道路建設課

29,71529,71529,71529,715

交通安全施設（スクールゾーン・グリーンベル
ト路面表示、保安灯更新等）を整備し、交通事
故の未然防止を図る。
　各所交通安全施設工事等

12,44712,44712,44712,447
通学路整備
　市道817号線（日高町）
　　測量設計委託、用地取得、物件移転補償等

国庫支出金 5,8005,8005,8005,800 社会資本整備総合交付金（通学路対策事業）

市債 4,7004,7004,7004,700 通学路対策事業債

道路建設課

公共交通
政策課

【関連歳入】

日立港区第３ふ頭地区整備事業費

都市計画道路再検討事業費

公共交通政策検討事業費

地域公共交通支援事業費

土土土土
　　　　
木木木木
　　　　
費費費費

新交通導入事業費

【関連歳入】

地方バス路線維持費

【関連歳入】

市内各所交通安全施設整備事業費

大甕駅周辺地区整備事業費

歩道整備事業費

道路建設課

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕通学路対策事業費

【関連歳入】
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4,8644,8644,8644,864
救急救命の高度化に対応するため、救急救命士
を養成する。（2名）

5,5755,5755,5755,575

市内公共施設に、自動体外式除細動器(ＡＥＤ)
を配置する。
　施設配置用　新規19施設（累計161施設）
【関連事項：賃借料に係る債務負担行為設定】

4,5004,5004,5004,500
庁舎の耐震診断を実施する。
　多賀消防署

33,17233,17233,17233,172
１　高規格救急自動車（1台）
２　小型動力ポンプ積載車（1台）

国庫支出金 12,50012,50012,50012,500 社会資本整備総合交付金（車両整備事業）

市債 16,50016,50016,50016,500 消防施設整備事業債

学務課
指導課

3,1963,1963,1963,196

１　心身障害児就学指導委員会の運営
２　特別支援学級に、教科書を配備し、保護者
　の負担軽減を図る。
３　学校生活援助活動支援事業補助

指導課 13,02313,02313,02313,023

１　理数教育の振興に資する事業（「理科室の
　おじさん」の配置、理数アカデミーの実施な
　ど）に対して交付金を交付する。
２　自然や科学の実体験をとおして、科学への
　興味・関心を高める、科学大好き体験学習を
　行う。

教育総務課 【関連歳入】 繰入金 12,50012,50012,50012,500 未来をひらく子ども教育基金繰入金

指導課 3,6413,6413,6413,641
中学生が姉妹都市タウランガ市に短期留学をす
る際の助成をする。

31,32531,32531,32531,325

１　校舎等定期調査及び非構造部材点検委託
２　仮設校舎及び仮設渡り廊下賃借料（櫛形
　小）
３　受変電設備改修工事（滑川中）
４　エレベーター改修工事（駒王中、泉丘中）
５　放送卓更新工事（十王中）

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 2,188,4512,188,4512,188,4512,188,451

校舎の耐震補強を実施する。
１　実施設計委託　8校
　特別支援学校
　小学校：滑川小、東小沢小、中里小、山部小
　中学校：滑川中、豊浦中、十王中
２　耐震補強工事　9校
　小学校：宮田小、中小路小（中小路幼含む）
　　　　  河原子小、塙山小、田尻小、櫛形小
　中学校：多賀中、久慈中、坂本中

国庫支出金 575,286575,286575,286575,286

学校施設環境改善交付金
（小学校校舎耐震補強事業）
（中学校校舎耐震補強事業）
（幼稚園園舎耐震補強事業）

市債 1,112,0001,112,0001,112,0001,112,000

校舎耐震補強事業債
（小学校校舎耐震補強事業）
（中学校校舎耐震補強事業）
（幼稚園園舎耐震補強事業）

51,04951,04951,04951,049

１　不登校や問題行動の未然防止のため、教育
　相談を実施する。
２　不登校の児童生徒に対し、家庭訪問や校外
　学習などを行い、学校への復帰を図る。

2,8232,8232,8232,823

発達障害を含む特別な支援を要する子どもに対
し、早期に、総合的な支援を実施するため、関
係機関と連携した相談業務や小集団指導を行
う。

学校施設課 6,4326,4326,4326,432
中里小の児童及び小規模特認校制度により中里
小・中学校へ学区外から通学する児童生徒の登
下校用車両を運行する。

学務課 12,82912,82912,82912,829
理科学習支援講師を配置する。
（小学校10名）

自動体外式除細動器整備事業費

救急救命士資格取得事業
（職員研修経費）

施設整備事業費
≪特別支援学校費・小学校管理費・
中学校管理費・幼稚園費≫

消防本部

教教教教
　　　　
育育育育
　　　　
費費費費

【関連歳入】

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕消防庁舎耐震化推進事業
（施設整備事業費）

通学援助経費

教科担任制推進事業費

消消消消
防防防防
費費費費

こども発達相談センター事業費

車両整備事業費

【関連歳入】

特別支援教育振興事業費

未来を拓く科学大好き教育推進事業
費

中学生海外短期留学支援事業
（世界にはばたく子ども育成推進事
業費）

耐震化推進事業費
≪特別支援学校費・小学校管理費・
中学校管理費・幼稚園費≫

教育研究所

教育相談事業費

学校施設課
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244,414244,414244,414244,414

校舎の改築等を実施する。
１　校舎改築工事
　　＜平23～25年度継続＞
　　　継続費総額  1,243,138千円
　　　　23年度：　　480,770千円
　　　　24年度：　　754,368千円
　　　　25年度：　　　8,000千円
２　外構工事、仮設校舎賃借料、校用備品購入
　等

【関連歳入】 国庫支出金 13,32813,32813,32813,328
学校施設環境改善交付金
（水木小学校校舎改築事業）

193,519193,519193,519193,519

校舎の大規模改造等を実施する。
１　校舎大規模改造工事
　　＜平23～25年度継続＞
　　　継続費総額    860,344千円
　　　　23年度：　  357,696千円
　　　　24年度：　　494,648千円
　　　　25年度：　　　8,000千円
２　外構工事、仮設校舎及び仮設渡り廊下賃借
　料、校用備品購入等

生涯学習課 5,0735,0735,0735,073

１　家庭教育を支援するため、家庭教育サポー
　ター（4名）を配置し、啓発事業・相談業務
　等を行う。
２　家庭教育講演会等を開催する。

教育総務課 800800800800
開館記念式典及び開館記念事業に補助する。
開館日：平成25年4月24日（水）予定

1,9621,9621,9621,962

１　〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕南部図書館開館記念（仮称）日立電
　鉄展の開催
２　〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕地学教材作成
３　歴史写真絵はがきセット作成など

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 310,885310,885310,885310,885

博物館の耐震補強及び老朽箇所等の改修を実施
する。

国庫支出金 87,93087,93087,93087,930
社会資本整備総合交付金
（郷土博物館大規模改造事業）
公立社会教育施設災害復旧費補助（2/3）

市債 60,90060,90060,90060,900 郷土博物館大規模改造事業債

女性
青少年課

550550550550
市青少年相談員連絡協議会50周年記念事業に補
助する。

865865865865
大会開催経費の一部を補助する。
開催日：平成25年4月7日（日）予定
　　　　JX-ENEOS　対　日立製作所

33,55233,55233,55233,552
１　折笠スポーツ広場ランニングコース補修工
　事
２　かねさわ市民プール解体整地工事など

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 77,14977,14977,14977,149

新たな体育館を建設する。
１　新体育館建設工事
　　＜平25～27年度継続＞
　　　継続費総額  3,560,000千円
　　　　25年度：　　 56,000千円
　　　　26年度：　3,464,400千円
　　　　27年度：　　 39,600千円
２　分水路移設工事など

国庫支出金 28,00028,00028,00028,000
社会資本整備総合交付金
（運動公園新中央体育館建設事業）

繰入金 19,26019,26019,26019,260 震災復興基金繰入金

市債 26,60026,60026,60026,600
運動公園新中央体育館建設事業債
（合併特例事業債）

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 470,346470,346470,346470,346

被災したテニスコート及びプールの災害復旧工
事等を行う。

国庫支出金（2/3） 202,597202,597202,597202,597 公立社会教育施設災害復旧費補助

市債 137,200137,200137,200137,200
久慈サンピア日立スポーツセンター屋外施設災
害復旧事業債

災災災災
害害害害
復復復復
旧旧旧旧
費費費費

観光物産課

水木小学校校舎改築事業費

久慈サンピア日立スポーツセンター
屋外施設災害復旧事業費

【関連歳入】

学校施設課

教教教教
　　　　
育育育育
　　　　
費費費費

新体育館
建設課

復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興

運動公園新中央体育館建設事業費

【関連歳入】

助川中学校校舎大規模改造事業費

家庭教育推進事業費

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕南部図書館開館記念事業
（運営経費）

〔〔〔〔新新新新〕〕〕〕市青少年相談員連絡協議会設
立５０周年記念事業
（青少年相談活動事業費）

郷土博物館

展示・教育普及事業費

郷土博物館大規模改造事業費

【関連歳入】

スポーツ
振興課

日立さくら杯社会人野球大会開催事
業（社会体育推進事業費）

社会体育施設維持補修事業
（社会体育施設運営経費）
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復旧復旧復旧復旧
復興復興復興復興 335,274335,274335,274335,274

新市建設計画に基づき、施設の機能向上を含
め、被災した体育館の改修工事を行う。

【関連歳入】 市債 313,500313,500313,500313,500
久慈サンピア日立スポーツセンター体育館整備
事業債（合併特例事業債）

災災災災
害害害害
復復復復
旧旧旧旧
費費費費

観光物産課

久慈サンピア日立スポーツセンター
体育館整備事業費


